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事 例 中学校 保健体育科 第２学年 陸上競技「長距離走」

テーマ 自ら考えながら生き生きと学習し、確かな知識や技能を身に付けていく体育の学習

授業改 ①長距離走の特性に触れ、ペースコントロールできるための工夫

善のポ ②リズミカルでスピードを持続できる走り方（フォーム）を身に付けるための学習形態の工夫

イント ③数値データや体の変化から自分の走りを分析できる工夫

１．学習状況の把握と分析

学習状況の把握

以下の（１）～（３）により学習状況の把握を行う。

（１）新体力テストの状況から

（２）評価規準からみた生徒の実態

（３）生徒のアンケートより

学習状況の結果と分析

（１）新体力テストの状況から

毎年、実施している新体力テストの持久走の実態から考察する。

■学校平均のＴスコアによる近年の推移（持久走）

男子 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

１年生 ５２．５ ５３．５ ５４．１ ５１．３ ５１．５ ５１．８

２年生 ５５．３ ５１．２ ５２．３ ５２．２ ５１．２ ５１．５

３年生 ５４．１ ５０．３ ５０．５ ５２．１ ５１．６ ５１．４

女子 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

１年生 ５４．６ ５１．９ ５１．２ ５２．１ ５１．０ ５１．５

２年生 ５５．２ ５１．０ ５１．８ ５２．１ ５１．１ ５１．５

３年生 ５４．２ ５１．６ ５２．０ ５１．５ ５１．０ ５１．２

本校の持久走の状況は、県平均を大きく上回り非常に良好といえる。しかし、ここ数年の推移を見て

みると、徐々にその平均値は下降気味である。５、６年前は県の平均値を３０秒以上も上回っていたの

に対して、ここ３、４年ぐらいは１０秒ぐらいの上回りでしかない。平成１２年を境に、特に落ち込み

が大きくなっている。その原因は部活動や体育の授業の削減、体力作りの時間のカットなど体力向上が

阻まれていることが挙げられる。事実、スポーツテストなどを見ていると、最初は勢いよく飛び出して

走るものの、途中からがくんとペースダウンしてしまう生徒が多い。１５００ｍや１０００ｍの距離で

も、スピードに乗ったペースをなかなか維持できないという現状である。それでも、県平均を上回って

いるのは、限られた時間の中で、ペース感覚をきちんと身に付ける授業の工夫がされている成果だと思

われるが、これ以上生徒たちの体力が落ちないよう、授業などスピード持久力の維持に重きを置いた授

業改善が必要であると考えられる。
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（２）評価規準からみた生徒の実態

ア関心・意欲・態度 イ思考・判断 ウ技能 エ知識・理解

・記録の向上に向け ・自分の能力に適し ・自分の能力に適した ・長距離走の特性や学習

力いっぱい走ろう た目標記録や課題 ペース配分を考え、 の進め方を理解してい

としている。 を設定している。 全体を走りきること る。

楽しさ体験 課題達成 ができる。 （運動・安全）（ ） （ ）

学 （技能向上）

習 ・互いに協力し、励 ・課題解決のために ・長距離走の事故防止の

活具 まし合いながら進 効果的な練習の仕 ・呼吸法や走法を身に 心得や安全な行動の仕

動体 んで練習や競技を 方を選んだり、見 付け、安定したペー 方を知っている。

にの 行おうとする。 付けたりしている スで２５００ｍを走 （運動・安全）。

お評 社会的態度 課題達成 ることができる。（ ） （ ）

け価 （技能向上） ・長距離走のルールや競

る規 ・勝敗や記録の結果 技の仕方を理解してい

準 を受け入れようと ・記録の伸びやペー る。

する。 ス配分について、 （運動・安全）

社会的態度 記録表をもとにし（ ）

て正しく評価して

・体の調子や練習場 いる。

（ ）の安全を確かめる 評 価

など、練習をする

上での健康・安全

に留意して運動し

ようとしている。

（安全な態度）

〈興味・関心・態度の観点〉

後で述べるアンケートによる生徒の実態からもわかるが、長距離走に対する生徒の興味・関心・意欲は、

低い。長距離走は、生徒たちにとっては 「苦しい 「辛い」という思いが先行してしまい、なかなか「よ、 」

しがんばろう 「楽しみだ」という思いにはなかなかならないようである。生徒たちに 「苦しい中にも、」 、

」 。 、その種目独特のおもしろやさや楽しさがある ということをしっかりと理解させる必要がある そのために

ペース感覚や走り方、長距離走の特性について理解や体感させていく必要があると考える。

〈思考の観点〉

この観点については、これからの取り組みの中で一番必要であると考えられる。生徒たちも長距離走の中

核技術は「ペース」であるということは理解していても、それをどのようにして身に付けていくのか、身に

付けるにはどうすればよいのか、ペースが身に付いたとはどういう状態なのかという点については、なかな

か理解を深めることができていない。生涯学習につながる学び方という面からみても、走り方という角度か

ら生徒たちに「考えさせる 「気付かせる」という指導を重点的に行っていく必要があると考える。」

〈技能の観点〉

、 。ペース感覚の獲得ということで この観点については今までも様々な取り組みや工夫が行われてきている

本学級の生徒は、スポーツテストの結果からも分かるように、短い距離ではそのペース感覚を発揮すること

ができても、距離などが長くなるとペースダウンしてしまう傾向が見られる。そこで、獲得したペースを長

い距離や長い時間維持したり、コース条件などに応用したりする「ペースコントロール」の方向へ技術を発
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展させる必要があると考える。また、ペースを安定させることに注目してしまい、自分にあったペースをき

ちんとつかめていない場合もある。もう少し、ペースを上げることができるのになかなか上げることができ

ない生徒も多い。こうした点を踏まえ、本実践では、ペース感覚獲得の技能と同時に、そのペース維持のた

めの走り方の点からもアプローチしていく必要があると考える。

〈知識・理解の観点〉

ペース感覚獲得のために今までも走り方のなどの指導は行われてきたが、ペースコントロールの技能を身

に付けるためには、さらに走り方の指導を充実させていく必要がある。具体的には、足の動きとマッチした

呼吸の仕方、リズム、歩幅の取り方、安定したピッチのスピード、リズムのとれる腕の振り方、またメンタ

ル面での気持ちのもち方などについてもふれることができるとよいと考える。

また今回、取り入れたい項目として「長距離走における体の変化」である。長距離走独特のデッドポイン

ト、セカンドウインドを体感させ、自分の体の状態や変化から長距離走の特性に迫ることも大切であると考

えた。

（３）生徒のアンケートより

長距離走の単元を始める前に、長距離走に関する簡単なアンケートを実施した。以下はその項目と結果で

ある。アンケート実施は、今回、研究授業を行う２年生Ａ，Ｃ組男子４１名（うち欠席１名）で行った。

①あなたは長距離走が好きですか。 好き（５名） きらい（２４名）

どちらでもない（１１名）

②①の理由を説明してください。

好 き ○記録が伸びるとうれしい。

○走りきった後とても気持ちがよい。

○やりきった達成感みたいなものがある。

きらい △えらい しんどい 苦しい

△寒い

△おそいから

△少し太り気味なのでつらい

どちらでもない ・やる前はいやだけど走ると気持ちよい。

・記録が伸びればうれしい。

・やる前はなかなかやる気にならない。

③１年生の長距離走で何を学びましたか。

・走るにはペースを考えることが大切。

・がんばれば記録が伸びる。

・やりきった達成感。

・仲間の応援やアドバイス。

④今回の長距離走で何を学びたいですか。

・１年生のときより速く走る。

・ペースを考えながら走る。

生徒たちの長距離走に対する意欲は低い。しかし、長距離走で大切なことや目標などをがんばる意識をも

っている生徒はたいへん多く、速くなりたい、速く走れるようになりたいという気持ちをもっている。こう

した意識を、どうすれば速く走れるようになるかという点を結び付けてやることが大切であると考える。

授業改善へ
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２．分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

学習指導要領の改訂を受けて、長距離走では、技能として走り方

（フォーム）とペースの２つが取り上げられた。今まではどちらか 技能内容の明確化

というとペースに重点を置いた指導が多かったように思う。そこで

今回は、前述した分析を基に、ペース感覚はもちろん、それを支え ペース 走り方

る走り方の面にも注目し、無駄な力を入れないリズミカルな走り方

かつスピードを持続する走り方を身に付けることにも重点をおき指

導することを考えた。軽快に心地よいスピードからはじめ、リズミ 体の状態・変化

カルな走り方を学習しながら次第にスピードを高めていきたいと考

えている。

ペースでは、今まで通り最適なペースを身に付けることとそのペースを持続することに重点を置き指導す

る。加えて、スピードの変化にともなう、体の変化を感じさせたい。走り出しの呼吸困難なデッドポイント

の状態から、呼吸が安定するセカンドウインド状態を体感させたい。この体の変化がさらにスピードを上げ

ることによりどう変わるかなどを感じ取り、自分に合ったペースを見つけたり、ペース配分を工夫したりし

て学習できるように指導を進めていきたい。

そこで、授業改善のポイントとして、次の 点を考えた。3

①長距離走の特性に触れ、ペースコントロールできるための工夫

②リズミカルでスピードを持続できる走り方（フォーム）を身に付けるための学習形態の工夫

③数値データや体の変化から自分の走りを分析できる工夫

（２）改善の具体的方途と実践

①長距離走の特性に触れ、ペースコントロールできるための工夫

長距離走の特性に触れ、ペースを安定させるために練習場や授業の中に以

下のような工夫をした。

・１０ｍの等間隔ラインと目印

以前マラソンランナーがロードを走るとき、歩幅やピッチなどをリズムよ

く安定させるために、道路のセンターラインやガードレール、電信柱、街路樹な

どを利用すると聞いたことがある。その話から、周回コースに１０ｍごとに等間

隔ラインと目印をおき、歩幅やピッチを一定にできるようにした。

・音楽の利用

単元の後半では、ピッチのスピードを安定させるために、音楽を聞きながら走

らせた。ちょうど生徒たちがリズムを安定して刻みやすい曲を選び、練習中にか

けながらペース走を行った。ペースの安定ばかりでなく、メンタル面での効果も

あるのではないかと考えた。

②リズミカルでスピードを持続できる走り方を身に付けるための学習形態の工夫

・トリオ学習の導入

今までの長距離走学習ではペア学習が主流であったが、今回は、リズミカルな走り方も重点的に指導し

ていくために、トリオ学習の形態を取り入れながら授業を展開した。３人一組になり、一人が走る。一人

4が記録を取る。そして一人が走りを見るようにした 「リズミカルな走り方」の観点については、次の。

点とした。

・歩幅（一定な歩数）

・ピッチのスピード

・腕振り（足の動きと合った腕振り、リラックスした腕振り）
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・顔の表情、状態のゆれなどの変化

その変化を走っている子に、タイム同様アドバイスするという形態を取り入れた。時には伴走したり、

デッドポイントの地点で観察者のアドバイスをさせるなど、走者がその時間に気をつけたいポイントで的

確にアドバイスできるように学習形態を工夫してみた。

走者 観察者

記録者 走者 観察者による伴走

③数値データや体の変化から自分の走りを分析できる工夫

・グラフの波形から自分の走りを分析させる。

陸上競技は、技能や体力の伸びを数値で表すことができる。授業では常に記録を取りながら、ラップタ

イムとそのグラフを書き込めるような学習ノートを用意し、常にラップタイムをとその波形を分析させな

がら授業を進める。最初の走りのグラフを５つの波形に分類し、目指すグラフをもとに、練習で修正して

いくポイントを示す。練習における自分の基本ペースから、最終記録会でのレースプランを考え、目標ペ

ースを設定し、走り方を合わせながら練習するという単元の流れを考えた。

ただ、ペースをアップするということは、生徒の体にも大きな負担を課すことになる。せっかく長距離

走にプラスのイメージを持たせたいのに、再びマイナスのイメージに戻すことにもなりかねない。脈拍や

走り方の変化などに十分注意しながら、生徒たちに大きな負担とならぬように配慮して、単元の実践を進

めていきたいと考えた。

【安定型】

・ペース感覚はよい

・目標ペースを上げる

【谷 型】

・最初のペースを考える

・デッドポイントの走り方

を身に付ける

理想ラップ曲線

【山脈型】

・最適ペースを身に付ける

・リズミカルな走り方を

身に付ける

【右上がり型】 ・最初 少し速めのペース

・最適ペースを身に付ける ・中盤 目標ペースで安定

・中盤の走り方を意識する ・終盤 ラストスパート
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【右下がり型】

・最適ペースを身に付ける

・デッドポイントの走り方

を身に付ける

・脈拍を常に測る

自分のペース作りやそのペースアップのために、ひとつの目安として脈を測

らせた。測定は走る前と走り終わった後に測らせ、その差と脈の上昇具合から、

自分の体力とその走るペースが合っているかなどの目安として有効であると考

えた。脈についての知識は、中間研究会の時に指導を位置付けた。

目標とする運動時の心拍数は、下記のカルボネン方程式を採用し、運動強度

を％で示しながら、目標ペース設定の参考とさせた。

※カルボネン方程式

運動時目標心拍数＝（最高心拍数－安静時心拍数）×運動強度＋安静時心拍数

運動強度７０％～８０％ぐらいを目安とした。

・長距離走特有の症状の体感

デッドポイント、セカンドウインドといった長距離走特有の症状を説明し、体感させることを考えた。

特にデッドポイントについては、その地点での走りを安定させることで記録の向上も望むことができると

考えた。これら長距離走特有の症状の体感により、長距離走の特性を改めて感じることができ、またペー

スを安定させるため、目標タイムをクリアするためにどのような走りをすればいいのかという課題に科学

的に迫ることができると考えた。

【従来の単元指導計画と改善した指導計画の比較】

従来の単元指導計画 改善した単元指導計画

１ ２５００ｍの記録を取る １ ２５００ｍの記録を取る

２ 記録を分析し、これからの学習の見通しを ２ 記録を分析し、これからの学習の見通しを

もつ もつ

３ 短めの距離で一定のペースで走る ３ デッドポイントの落ち込みをなくし、リズ

４ ４ ムよく一定のペースで走る

５ ５

６ 一定のペースで２５００ｍを走りきる ６ リズムよく一定のペースで２５００ｍを走

りきることができる

７ 早めの新しいペースで走る ７ レースプランをもとにセカンドウインドに

８ ８ 移行する走りができる

９ 新しいペースで２５００ｍを走る ９ レースプランをもとに２５００ｍを走る

自分の成果を振り返る 自分の成果を振り返る10 10

３．授業改善後の成果

〈単元終了時の結果より～記録の変化〉

２年生ＡＣ組４１名の平均タイム 第１回記録会（第１時） １１分２４秒

↓

最終記録会（第１１時） １０分２６秒
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ラップ曲線の変化

第１回記録会

秒

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ （周） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 周10 10
〈単元終了時のアンケート結果より〉 ２年生ＡＣ組４１名

①あなたは長距離走が好きになりましたか。

オリエンテーション時からの変化 ・好き ５名→１６名

・きらい ２４名→４名

・どちらでもない １１名→２１名

②①の理由を説明してください。

好 き ○記録がすごく伸びてうれしい。

○歩幅や呼吸など走り方を工夫したらうまく走ることができた。

○長い距離だったけどやりきった達成感みたいなものがある。

○今までの長距離走とは少し違った授業でおもしろかった。

きらい △やっぱりえらい。 しんどい。

△記録があまり伸びなかった。

。 。どちらでもない ・今回の長距離走はいろいろ考えることができた むずかしいこともあった

・記録が伸びたけどえらかった。

・走り終わった後は気持ちがいいけどやる前はいやだ。

③今回の長距離走で何を学びましたか。

・自分にあったペースやペースのコントロール。

・デッドポイントやセカンドウインドの状態。

・長距離走の走り方。

・仲間のアドバイスの大切さ。

④３年生の長距離走で何を学びたいですか。

・ロード走、野外走、駅伝。

・ペースと走り方の続き。
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〈結果からの考察〉

・生徒の実態より

記録とラップ曲線の変化から見ると、ほとんどの子が記録を伸ばすことができ、平均してみると１分近

く記録を短縮することができた。またグラフも、個々によって多少のばらつきがみられるものの、多くの

生徒が理想ラップ曲線に近づくことができたと言える。

意識の面でも、嫌いという生徒が極端に減った。この意識の大きな変化には、記録が伸びが大きく影響

していることは言うまでもない。さらに、デッドポイントの走りに視点をあて、重点的に指導を行ったこ

とで、自分の走りの傾向をつかみ、その改善に取り組む学習を進めるなかで 「苦しい中にも長距離走の、

おもしろさ、楽しさ」を実感できたことも大きかったようである。生徒たちの感想にも、自分の走り方や

、 。長距離走の特性にふれる感想が述べられており 全体的に今回の手だてについては有効であったと考える

・授業改善のポイントより

①長距離走の特性に触れ、ペースコントロールできるための工夫より

単元の最初にデッドポイントの走り方を課題とし、１０ｍの等間隔ラインを使い、リズミカルな走り方

を追究した。そのことで、生徒たちが学習記録をもとに自分の走りを知り「自分にあったよい走り方」を

具体的に考えていくことができたことが重要であったと考える。

これまでの実践では、長距離走は、どちらかというと全体的な流れ、全体的なペースからの指導が多か

った。今回、デッドポイントという長距離走の特性を切り口として、一定の歩幅や腕振り、呼吸などから

リズムよい走りについて考えることができ、ペース、走り方というものをリズムからピンポイントにとら

えることができたのではないかと考える。

また、音楽の活用も、リズムやメンタル面を安定させる上で有効であった。

しかし、デッドポイントを感じたり自覚したことをどのように客観化していくことには、まだまだ課題

が残った。自分の走りを具体的にどのようにイメージすることができるのか、リズムよい走り方とはどう

いう状態なのか、走りについての具体的な動きの視点やポイントを細かくと与える必要がある。

②リズミカルでスピードを持続できる走り方を身に付けるための学習形態の工夫より

トリオ学習を取り入れ、観察の役割分担を行ったことから、従来のペア学習よりも具体的に走り方を観

察することができ、有効であった 「リズムよい走りとはどんな走りなのか 「苦しいところの走りがど。 」

のように変わったのか」など仲間のアドバイスから自分の走り方を具体的にイメージすることができた。

また、ペア学習であると、全体的なとらえしかできないことが多いが、トリオ学習では、となりを伴走し

たり、走る生徒のデッドポイント地点に立ち、具体的なアドバイスを送ったりすることができ、その場そ

の場で的確なアドバイスや指示をおくることができた。単位時間の反省会でも、仲間の子から「時間的」

「 」 、 。なアドバイスと 走り方 についてのアドバイスを受けることができ 相互評価活動の中身も充実できた

ただ、３回の練習を組まなければならないため、練習内容によっては、授業時間に収まらない場合がで

てきた。そのため、本単元では、デットポイントの走り方を重点的に行う第５時～第７時にトリオ学習を

位置付け、走りを重点的に観察したり、走りについてのアドバイスを行ったりするようにした。トリオ学

習、ペア学習、一斉学習をその時間のねらいに併せてうまく単元に位置付ける必要がある。また単位時間

にも、トリオ学習の後に一斉で行うなどの流れを工夫するとよい。

③数値データや体の変化から自分の走りを分析できる工夫

ラップ曲線を表したグラフや脈拍から、自分の走りを分析したり、これからのレースプランを考えたり

する上で有効であった。最終的にレースプランを立て、その走りを具体化していくことを目指したが、グ

ラフから自分の走りをいくつかに分類し、どこをどのように直せばいいのか生徒自身が考えることができ

た。

また、脈拍をひとつのペース設定の参考にすることができた。生徒たちにとってペースを上げることは

大きな負担となるが、今回のような客観的な参考事例があれば自分に合ったペースまで上げることがで

きる。

前のトリオ学習と合わせて、これらの手だては、相互評価と自己評価をうまく組み合わせることができ
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る評価活動であると考える。

今後、グラフの書き方や見方、脈拍の活用の仕方等については、これから検討が必要である。


